
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様  第 9G ガバナー補佐 金杉 豊様 

◆ 会長あいさつ        森 勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

９月４日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、今日は先ほどまでお台場の隣

の東京ビックサイト、国際展示場におりました。本日

から今週いっぱい「ギフトショー・プレミアムインセンテ

ィブショー」がありまして、弊社はプレミアムインセンテ

ィブショーに出展しております。このような天候なもの

ですから珍しくギフトショーもお客さんが少なかったで

すね！西側の駐車場は閉鎖していて、お客様は東側

の駐車場に案内されるのですが、その駐車場が、3

年前に私が走った東京マラソンのゴール地点なので

す。そこに車を停めて、入り口まで長い距離を歩いて

いる時、懐かしいなと思いながら、あの時は歩けなく

て、本当に大変な思いをしたな～と思い出しました。

今日は風が強くて前に歩くのがすごく大変で、まとも

に歩けなかった 3 年前の時感じ、ゴール地点の事を

思い出しました。 

また、今日は台風が来ていて気圧が低くて、すぐ前は

海なのですが、あと 1m くらい水位が上がったら駐車

場に水が入ってきてしまうくらいで、普段はそんなこと

はないのですが、本当に低気圧と言うのだと思いま

す。気圧で押さえられなくて海水面が上がってきてし 
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 今週末は「つばさの森 30 周年」のお祭りが開催され

ます。当クラブの会員の佐々木一男さんもそこの会長

さんをされています。お祭りですので日曜日にお子

様、お孫様や親せきの方など覗いてみたいと思う方

がいらっしゃいましたらぜひ遊びに来て下さい。 

 本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告       二階堂祐司幹事 

皆さんこんばんは、10 月 3 日～8 日「グループ

ホーム光輪の家」10 周年記念事業として絵画展

が中央公民館 1階ギャラリーで開催されます。 

光輪の家は毎年年末に餅つき大会の支援をし

ている施設です。時間は午前 10時～午後 5時で

す。皆さん是非見に行っていただければと思いま

す。宜しくお願い致します。 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
君が代斉唱        委員会報告 
ロータリーソング    ＳＡＡ報告 
四つのテスト          出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
会長挨拶          

  中川高志ガバナー公式訪問例会 
      

 
 

    

今後のプログラム 
9/18  金子乃男氏のよる朗読劇   レセプション 

9/25  卓話 地域活動支援センター レセプション 

「れんげ草」の方 



   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

誕生祝  ９月１１日   森 勇一会長 

９月１１日生まれでございます。年齢は５７歳に

なりました。気持ちは４２歳くらいの気持ちです。体

もだいたい４２歳くらいの身体だと思います。走って

いても体力が落ちたと感じないので！ 

皆さんにお祝いしていただきましてありがとうご

ざいます。これからも宜しくお願い致します。 

 

誕生祝  ９月２３日   二階堂祐司幹事 

誕生祝ありがとうございます。私は９月２３日生まれ

です。偶然にも森会長の奥様と同じ誕生日です。生ま

れた時からずっと祭日なので休みですがたまに休みで

ないときがあります。秋分の日ですが、私は森会長と

違い非常に体力の衰えを感じております。２．３年前ま

では結構いけるなと思っていたのですが、ここ１．2 年

は疲れが抜けなくて、来年は 60 歳ですが年をとるとい

う事はこういう事なのかと最近つくづく思っております

が、まだまだいけると思います。また来年は 1 つ年をと

りますが宜しくお願い致します。 

 

結婚祝  ９月８日   飯山英彦会員 

 みなさんこんばんは、結婚祝ありがとうございま

す。毎年結婚祝をこの会に入っていなかったら思い

出さないので助かっております。 

 指輪は、会社員の時に飲み会でふざけて飲んで、

その後流れ出てどこかにいってしまいました。失くし

てしまいました。結婚指輪の裏側に書いて記念日が

あったものですから、失くしてしまい、記念日を思い

出すことはないと思っていましたが、このクラブに入

って助かっております。今日帰ったら今年は何をし

ようかと企画を練りたいと思います。毎年かみさん

をどこかに連れて行こうと思っております。本日の

結婚祝をもとに今日も喧嘩をしてしまいましたので

仲直りしたいと思います。 

結婚祝  ９月２３日   田中和郎会員 

 みなさんこんばんは、結婚祝ありがとうございます。

私は結婚して 43 年になります。二階堂会員の誕生日

の 23 日です。23 日がずれるのは閏年の年でないかと

思います。 

 結婚式で一番感激したのは参列者がアーチを作って

くれてそこを通って帰ったこと非常に感激した思い出が

あります。ありがとうございました。 

第９Gガバナー補佐    金杉 豊 様 

                   みなさんこんばんは、第一例会に続いて今回は 2回目という事で、次週はガバナー 
公式訪問という事で今日はリハーサルがあるという事でお邪魔をさせていただきました。 

昨日会長幹事会がありましたが楽しい会長幹事会にしていきたいと思います。 

第一例会でも言いましたがこのクラブに来るとなぜか緊張することもなく、楽しくここに

いられるという事が有難いと思っています。 

公式訪問のリハーサルという事ですがベテランの方も多いですし、特にいう事もない

のですが棒読みという事でなく自分の言葉で話していただければよいと思いますので宜

しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

 



◆ タイムスケジュール 

１６：３０             会長・幹事・会長エレクト・事務局員集合 

１６：３０～１７：００     ガバナー会場に到着 

１７：００～１７：５０     会長・幹事懇談会（ガバナー補佐・会長エレクト同席）    応接室 

１７：００             会員集合 

１７：００～１７：４５     食事                                            グリーンパル 

１７：５０             記念撮影                               レセプションルーム 

１８：００             開会点鐘 

１８：３０～１９：００     中川高志ガバナー卓話 

１９：１５             閉会点鐘 

１９：１５～１９：３０     休憩・準備 

１９：３０～２０：４５     クラブ協議会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例  会  18：00～ 19：15         司会  ＳＡＡ 長谷部健一会員   

18：00  ・開会点鐘                     ・会長挨拶 

               ・国歌斉唱                               ・幹事報告 

・ロータリーソング斉唱          ・入会式 

・ロータリーの目的              18：30  ・中川高志ガバナー卓話 

・四つのテスト唱和                ・ニコニコ・出席報告 

・お客様紹介                   ・閉会点鐘 

  

クラブ協議会   19：30～ 20：45         進行  森 勇一会長   

 ＊管理運営部門       (牛山委員長)   ＊ 奉仕プロジェクト部門 （富永直前会長） 

      プログラム委員会    （川井委員長）    職業奉仕委員会   （二階堂幹事） 

出席委員会          （勝浦委員長）    社会奉仕委員会   （大塚委員長） 

親睦活動委員会      （山口委員長）    国際奉仕委員長   （飯山会長エレクト） 

ロータリー情報委員会（大久保会員）        青少年奉仕委員会    （木村委員長） 

ガバナー講評                               ガバナー講評 

＊公共イメージ部門      （福本会員）    ＊ ロータリー財団部門   （田中委員長） 

      ガバナー講評                               学友委員会      （高橋(昌)委員長） 

 ＊会員増強維持部門    （会田委員長）  ＊ 米山記念奨学部門    （二階堂幹事） 

会員増強維持委員会  （鈴木委員長）  ＊ ＳＡＡ         （長谷部会員） 

  職業分類選考委員会  （渡辺委員長）   ガバナー講評 

ガバナー講評                               

＊金杉 豊ガバナー補佐挨拶 

＊閉会  

 

2018 年 9 月 11 日（火） 

草加市文化会館 レセプションルーム 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 4 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 15,000 円 累計 156,000 円 

9 月 4 日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 17 

出席免除  7 ＭＵ  3 

出席適用 35 出席率 57.14 

森  勇一会長 本日は、金杉ガバナー補佐ご多用のところありがとうございます。来週はガバナー訪問、 
クラブ全員で頑張りましょう。 

二階堂祐司幹事 金杉ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。台風に負けずに頑張りましょう。 
会田小弥太会員 公式訪問リハーサル、金杉ガバナー補佐宜しくお願い致します。 
飯山 英彦会員 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。公式訪問リハーサル宜しくお願い致します。 
牛山 信康会員 雨にも負けず、風にも負けず、秋の台風にも負けず、丈夫な体を持ち、休会の知らせもなく決

してあせらずクラブ例会に出席する。ごく普通のロータリアンでありたい。 
大塚 嘉一会員 息子の夏休みの宿題が終わり、自分のことのようにうれしい。 
川井 大輔会員 台風 21号被害が心配です。金杉ガバナー補佐ようこそ。 
勝浦 雅和会員 お誕生日の皆様、ご結婚記念の皆様おめでとうございます。 
加藤 芳隆会員 金杉 豊ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。今日はよろしくお願いします。 
田中 和郎会員 金杉ガバナー補佐足元の悪い中ご苦労様です。よろしくお願い致します。 
富永  悟会員 金杉ガバナー補佐ありがとうございます。 
長谷部健一会員 台風の中出席ありがとうございます。来週のガバナー公式訪問例会をぜひ成功させましょう！ 
山崎 秀美会員 ガバナー補佐ようこそ、台風が恐ろしい！！ 
 

 山口昭人親睦委員長 

先日８月２８日の暑気払い家族例会には、多くの蚊

帳にご参加いただき誠にありがとうございました。 

今後も色々な企画をしてまいりますので一人でも多く

の方に参加していただければと思います。よろしくお願

い致します。 

 

  

  

 

 

 

 

                     

 

                   

高野恭平さんイギリスに旅立ち     長谷部健一 R財団奨学生カウンセラー 

２０１８-１９年度財団奨学生の高野恭平さんがいよいよイギリスに 

旅立つ日が近づき出発前に長谷部カウンセラーの事務所に挨拶に訪れたとのことで

す。１年間リバプールの大学院で重点分野「母子の健康」をテーマに 

グローバル補助金を使って学ばれます。健康に留意して頑張って下さ(*^-^*) 

 

 
 

ホストクラブ    D-１９２０ ブレゲンツ RC      ホストファミリー  Claus Trenker （マグナス君宅） 
１）健康状態    健康、特に問題なし 
２）通学・勉学    
学校は９月から新学期なため、現時点では通っていない。ドイツ語はまだ話せないが、２週間の語学キャン
プを得て基礎を学ぶことができた。また、ホストファミリーは機会があるごとにドイツ語や国のルールを教え
てくれる。特にホストファザーはドイツ語と英語の単語帳を作ってくれたため、少しずつではあるが覚えられ
ている。会話中の基本的な単語なら聞き取ることが出来る。 

３）家庭生活に関して   
ホストファミリーは、ファザーのクラウス、マザーのカリーナ、長男のルカ、次男のマグナスの４人家族。 
ルカは普段はウィーンの大学に通うため、一人暮らしをしているが、夏休みの期間だけ、家に滞在してい
た。クラウスとカリーナはどんなときも feel like your home と言ってくれる。キッチンもシャワーも好きに使っ
て良いよと言ってくれるため、かなり快適に過ごせている。様々な手続きも一緒に活スムーズに行ってくれる
ため、本当に感謝している。家事は家族皆でやっている。私もやり方を教わり、洗濯や食器の片づけなどを
している。 

４）見学・旅行・ロータリーの行事参加など 
  ８月９日はファミリーにオペラのカルメンに連れて行ってもらった。ステージは湖上にあり、とても幻想的で
あった。曲はイタリア語でセリフはドイツ語のため、内容はわからなかったが、雰囲気は楽しめた。８月１３日
から２５日までの２週間はアルトムンスターでの語学キャンプだった。英語でドイツ語の授業を受けたため、
とても厳しかった。アジア人は私と台湾からの 2 人でほとんどがアメリカとカナダ出身の学生だった。そのた
め英語の勉強にもなった。特に仲良くなったアメリカ人の女の子が授業で聞き取れなかった部分をもう一度
説明してくれたりとても親切だった。またキャンプ中にハルシュタットという有名な村を観光した。村はとても
美しかったが５００以上の頭蓋骨と人骨が置いてある教会は好きではなかった。 

 思っていたより普通に生活している。ホストファミリーには本当によくしてもらっている。 
初めの２，３日はリビングに行くことさえ緊張したがもう慣れた。今月は肉じゃがとフォーを作った。フォーは
ベトナム料理だが、何故か作る事になった。ホストファザーはいつもジョークを言っていてとても面白い人
だ。ホストマザーはお喋りで積極的に話しかけてもらえてとても安心する。とても恵まれた環境で生活してい
る。先日同期の派遣学生がやむを得ない事情で留学を辞退した事を聞いた。彼と彼の家族を思うと本当に
残念に思う。自分が留学に行けることがどれだけ恵まれていることなのか改めて感じた。 
驚きの一か月だった。来月もたくさんの事を学び吸収していきたい。 


